
 
平成２９年２月１３日 

 

南海電気鉄道株式会社 

 

３月１７日（金）リニューアルオープン 

「なんばパークス」の出店店舗が決定！ 
 

南海電鉄（社長：遠北 光彦）が運営する商業施設「なんばパークス」では、この春に１０周年を迎

えるにあたり、パークスガーデンや店舗についてリニューアル計画を進めてまいりました。 

このたび、３月１７日（金）のリニューアルオープンにおける出店店舗が決定しました。新たにオ

ープンするのは、全国初出店を含む物販店・飲食店など合計４６店舗です（新規出店・移転・改装・

業態変更を含む。一部、オープン日の異なる店舗、オープン済みの店舗があります）。 

また、リニューアルオープンに伴い、河口恭吾さんによる「なんばパークス１０周年アニバーサリ

ーライブ」や「『ＰとＪＫ』公開記念 土屋太鳳トークショー」など、様々なオープニングイベントを

予定しています。 

詳細は別紙１のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１          なんばパークスリニューアルの概要について 

１．店舗のリニューアルについて 

（１）リニューアルオープン日 

   平成２９年３月１７日（金） 

   ※一部、オープン日の異なる店舗、オープン済みの店舗があります。 

 

（２）リニューアルの狙い 

パークスガーデンのリニューアルおよび店舗入替えを行うことで、これまでご利用いただいて

きたお客さまにご満足いただくことはもちろん、新たなお客さまにお越しいただくことも狙いと

しています。 

店舗については、開業当初からこだわり、追求している「都市で生活を営む洗練された大人の

男女」をターゲットに据えて誘致しました。 

 

（３）出店店舗 

   合計４６店舗（なんばパークス総店舗数２５４店舗） 

・新規店３０店舗、移転店６店舗、改装店７店舗、業態変更店３店舗 

・新規店のうち、全国初出店３店舗、関西初出店３店舗、大阪初出店１店舗、 

商業施設初出店２店舗、新業態＊２店舗  

＊出店者が新しいブランド・コンセプト・商品構成で出店する店舗 

※店舗名、店舗概要は別紙２参照 

 

（４）各フロアのリニューアル 

ア、１Ｆカーニバルモール「なんばＣＩＴＹとつながる個性豊かなカジュアルストリート」 

    （新規店１店舗） 

     

    ●「ウエスト コースト フィッターズ」（新業態） 

      アメリカ西海岸の自由で刺激的なファッションを、 

ライフスタイルを通してお客さまに提案します。 

インポートブランドもセレクトしつつ、メンズ、 

レディスともに西海岸ファッションの世界観を 

表現していきます。 

 

 

イ、３Ｆ「自然体でおしゃれを楽しむ大人の男女のファッションフロア」 

    （新規店８店舗、改装店１店舗、業態変更店１店舗） 

     

＜注目ショップ＞ 

    ●「ミルクソップ ディベロップメント」（全国初） 

      ミルクソップ ディベロップメントは、「消費を抑え、 

少しの新規投入により既存を活かす、それ自体を永 

く愛用する」というアイデアを発信していくブラン 

ドです。 

 

 

 



●「アデュートリステス ロワズィール」（関西初） 

      リネンやコットンなどの上質な天然素材を使用した、 

心地良さが魅力のアイテムを展開します。店内はギ 

ャラリーをイメージし、シンプルですっきりとした 

居心地の良いリラックスできる空間です。 

 

 

●「ジェミー！ストア」（関西初） 

  ファッションの中心地である東京の南青山を拠点と 

するキラキラ・セレクトショップの２号店です。 

「宝石のように輝く人生を楽しんで！」という気持 

ちを込めて、バッグ・アクセサリー・アパレル・ 

デコレーション・ペット用品など様々なアイテムを 

高いクオリティでお届けしていきます。 

 

 

ウ、４Ｆ「遊び心溢れる大人の男女のファッションフロア」 

（新規店４店舗、移転店１店舗、改装店４店舗） 

    

 ＜注目ショップ＞ 

    ●「サイコバニー」 

      ２００５年にデザイナーであるロバート・ゴドレーが 

ニューヨークで立ち上げたブランドです。ロバート・ 

ゴドレーの生まれ故郷であるイギリス伝統のテーラリ 

ング、イタリアで学んだスタイリッシュな着こなし、 

そしてニューヨーク風のクールなアメリカンカジュア 

ル。それらをミックスしたのがサイコバニーです。 

 

 

●「アルフレッド・バニスター」 

      クリエーションやアイテム価値を際立たせるコンテンポ 

ラリーな空間で、レザーシューズやスニーカー、ドレス 

シューズに至るまで、豊富なラインナップを取りそろえ 

ています。２０年以上にも及ぶアルフレッド・バニスタ 

ーの靴づくりの真髄と、その世界観を堪能いただけるシ 

ョップです。 

 

 

 

●「ラトルトラップ」 

      時代とともに変化し続けるライフスタイルにおいて、 

      リアルに共存することができるタウンウェア。 

      ミリタリー、デニムをベースに、素材とディテールに 

      こだわり続けるオリジナルアイテムに、国内外からの 

      セレクトアイテムを加えたRATTLE TRAPスタイルを提 

案します。 



エ、５Ｆ「大人の男女が心を自由に遊ばせる空間」 

（新規店５店舗、移転店３店舗、改装店２店舗、業態変更店１店舗） 

     

＜注目ショップ＞ 

    ●「ＡＢＣキッズマート」（大阪初） 

      ABC-MARTが手掛けるキッズ＆ママ専門店。VANS、NIKE、 

adidas、New Balanceなどの人気キッズモデルを多数 

ご用意しております。希少アイテムから話題のトレン 

ドアイテムまで幅広く展開。親子でおそろいのコーデ 

も楽しめます。キッズもママも欲しいが見つかる新し 

いタイプのショップです。 

 

●「センスオブワンダー」 

      よりおしゃれな自然や生命の不思議に目を見張る、その感

性へのオマージュとして生まれたブランドです。ナチュラ

ルカラーをベースに、季節の花や果実など、身近な自然界

をモチーフにしたデザイン。愛らしく、でも甘すぎず、細

部にこだわったディテールが特徴です。plusシリーズでは

エシカルな素材を部分的に使い、風合いや機能はそのまま

に、ちょっと大人びた雰囲気の仕上がりで、おしゃれなパ

パやママ達のスタイリングにも自然に溶け込むテイストで

す。 

 

●「ザワリィー」（全国初） 

ステテコをキーアイテムに、快適なくつろぎを発信する 

「steteco.com」の新展開。「～ざわり」「～ごこち」をキ 

ーワードに、五感を心地良くくすぐる、選りすぐりの衣食 

住を独自編集しました。みて、きいて、かいで、さわって、 

あじわって。人から人へ、気持ちとフィーリングを伝える 

ものが発見できる生活用具店です。 

 

オ、６Ｆ「ひと味違うカジュアルレストランフロア」 

（新規店２店舗） 

     

＜注目ショップ＞ 

    ●「オリジナルパンケーキハウス アメリカンダイニング」（関西初） 

      １９５３年に創業し、今ではアメリカの誰もが知っている 

オリジナルパンケーキハウス。創業者のレス・ハイエット 

とエルマ・ヒューニークが、アメリカで親しまれていたパ 

ンケーキのレシピを中心に研究して編み出したオリジナル 

のパンケーキのお店です。 

 

 

 

 

 



  カ、７Ｆ「高感度な大人のダイニングゾーン＆ライフスタイルプロデュース空間」 

    ※いつもの暮らしを、人生を、もっと豊かに、もっと幸せになるために。人生のステージが

変わるときにサポートしてくれるサービス＆ビューティーショップを誘致 

（新規店７店舗、移転店２店舗、業態変更店１店舗） 

     

＜注目ショップ＞ 

    ●「ＩＤＣ ＯＴＳＵＫＡ」 

      ナチュラル、ヴィンテージ、モダンテイストのリビング、 

ダイニング、ベッドルームなどの家具全般に加え、カー 

テン、照明、敷物、寝装品、インテリアアクセサリーな 

ど幅広いアイテムをそろえます。大塚家具の人気商品を 

中心に「暮らしを豊かにする」クオリティにこだわった 

家具・インテリアを、付加価値の高いサービスとともに 

ご提供します。 

  ※２月２２日（水）に先行オープンする予定です。 

 

●「ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター」 

      お子さまからご年配の人まで、楽しく集い、学べる場を 

提供する“総合カルチャーセンター”です。様々なジャ 

ンルで１００講座以上のメニューをご用意しております。 

また１日で資格取得が可能な講座などスキルアップにも 

お役立ていただけます。 

 

●「リフレ」 

足裏からふくらはぎまでをきめ細かく刺激し、体と心を 

トータルで癒やす本格的な英国式リフレクソロジー。穏

やかでもしっかり体の奥に響き、全身をゆったりとリラ

ックスさせるので、様々な不調を感じている人におすす

めです。お買物の合間や、お仕事帰りにお気軽に「思わ

ず眠る心地良さ」をご体験ください。 

   

 

 

キ、８Ｆ「パークスガーデンの緑と花を楽しむオープンエアなエンターテイメント空間」 

   ※パークスガーデンにＢＢＱテラスを新設 

   （新規店１店舗） 

  

   ●「ザ ルーフトップ バーベキュー」 

     緑と風を感じる開放感抜群なＢＢＱテラスを、なんば 

パークスの緑に囲まれた屋上に新設します。カリフォ 

ルニアをイメージした同テラスでは、都会にいること 

を忘れてアメリカンスタイルの豪快なバーベキューを 

楽しめます。 

 

 

 



ク、T-terrace by TAKASHIMAYA GROUP「都会で暮らす大人の男女のライフスタイル演出」 

    （新規店２店舗） 

     ※２月２５日（土）に先行オープンする予定です。 

 

＜注目ショップ＞ 

    ●「オノエファニチャー」（商業施設初） 

      南堀江に本店を構える創業９０年を超える老舗家具店が 

手掛ける、新しいファニチャーショップ。long＆slowな 

インテリアライフスタイルをテーマに、ほかではあまり 

見ない個性的な家具や雑貨がそろいます。  

 

＜ご参考＞パークスガーデンのリニューアル概要 

今回のリニューアルでは、店舗のリニューアルに加え、 

パークスガーデンのリニューアルも実施します。 

パークスガーデンのご案内と植物の販売を担う「パー 

クスガーデンインフォメーション＆ボタニカルショップ」 

や、緑に囲まれたＢＢＱテラス「ザ ルーフトップ バー 

ベキュー」といった新しい施設を設置するとともに、お 

子さまの遊びの広場「はらっぱ広場」をリニューアルし 

ます。 

また、なんばパークスをイメージした世界で唯一の品 

種「なんばパークスオリジナルローズ」の花壇を設置する 

ほか、樹木・植物の植替えを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はらっぱ広場（イメージ） 



２．なんばパークスリニューアルオープン オープニングイベントについて 

（１）概 要 

３月１７日（金）のリニューアルオープンから、なんばパークスを盛り上げる様々なオープニ

ングイベントを開催します。 

なんばパークス２Ｆ「キャニオンコート」で、河口恭吾さんによる「なんばパークス１０周年

アニバーサリーライブ」や「『ＰとＪＫ』公開記念 土屋太鳳トークショー」などを実施するほか、

パークスガーデンで、「ＢＢＱエッグハント in パークスガーデン」や「パークスアウトドアフ

ェア」、「ガーデンヨガ」などを実施します。 

また、「なんばパークスオリジナルローズプレゼントキャンペーン」など、そのほかにも様々

なイベントを開催します。 

 

（２）主なオープニングイベントについて 

● なんばパークス１０周年アニバーサリーライブ 河口恭吾 ｆｅａｔ. ＦＭ ＯＳＡＫＡ 

   ・日  時：３月１７日（金）１８：３０～ ※小雨決行、荒天中止 

・場  所：２Ｆ「キャニオンコート」 

   ・内  容：なんばパークスのリニューアルオープンを記念して、 

河口恭吾さんによるオープニングライブを開催し、 

リニューアル初日を飾ります。  

・観 覧 料：無料 

※観覧には整理券が必要です。 

※整理券は、当日１０：００から会場で配布します。 

※先着順、お一人さま１枚限り、なくなり次第配布終了 

 

 

 

● 『ＰとＪＫ』公開記念 土屋太鳳トークショー 

   ・日  時：３月２０日（月・祝）１４：００～ 

※小雨決行、荒天中止 

   ・場  所：２Ｆ「キャニオンコート」 

   ・内  容：なんばパークスシネマで上映予定の 

作品『ＰとＪＫ』の公開を記念して、 

土屋太鳳さんのトークショーを開催 

します。 

   ・観 覧 料：無料  

※観覧には整理券が必要です。 

※整理券は、当日１０：００から会場で配布します。 

※先着順、お一人さま１枚限り、なくなり次第配布終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河口恭吾 

土屋太鳳 



● ＢＢＱエッグハント in パークスガーデン 

   ・日  時：３月２１日（火）から４月２３日（日）まで 

   ・場  所：パークスガーデン各所 

   ・内  容：パークスガーデンに点在するイースターエッグ型パネルの中から、バーベキュー

に必要なアイテムが描かれた隠れパネルを見つけるエッグハントゲームです。す

べての隠れパネルを見つけた人には、もれなく素敵な賞品をプレゼントします。 

   ・参 加 費：無料 

   ・賞品引換場所：パークスガーデン３Ｆ「パークスガーデンインフォメーション＆ボタニカル

ショップ」（１０：００～１８：００） 

           ※１８：００以降は、なんばパークス２Ｆインフォメーションで引き換えま

す。（２１：００まで） 

 

 

 

● パークスアウトドアフェア 

   ・日  時：４月８日（土）１１：００～１８：００ 

トークショーは１３：００／１５：００（各回約３０分） 

※小雨決行、荒天中止 

   ・場  所：８Ｆ「円形劇場」 

   ・内  容：芸能界きってのバーベキューの達人、タレント・ 

たけだバーベキューさんによるトークショーやテ 

ントの張り方講座など、初心者の人でも気軽にア 

ウトドアに触れられるイベントを開催します。 

   ・参 加 費：無料 

たけだバーベキュー 

 

 

● ガーデンヨガ 

   ・日  時：４月２３日（日）１４：００～１５：００ 

         ※雨天中止 

   ・場  所：パークスガーデン各所  

   ・内  容：緑に囲まれた開放的なロケーションでヨガを体験 

できる、２００人募集の大規模イベントです。 

   ・参 加 費：無料 

   ・定  員：２００人 ※事前申込制、先着順 

         ※２月２２日（水）から申込みを受け付けます。 

※申込み方法はなんばパークスホームページで発表します。  

ＵＲＬ：http://www.nambaparks.com/ 

以  上 

イメージ 



別紙２

１Fカーニバルモール

新店舗名　

業　種

出店者名

ウエスト コースト フィッターズ

メンズ・レディス

エクシス㈱

３F

新店舗名　

業　種

出店者名

ミルクソップ ディベロップメント

メンズ・レディス・服飾雑貨・生活雑貨

マザーズインダストリー㈱

アデュートリステス ロワズィール

レディス

㈱ビギ

ジェミー！ストア

服飾雑貨

㈱プロンプト

ネクスト

キッズ

ゼビオ㈱

マザーハウス

服飾雑貨

㈱マザーハウス

エーグル

メンズ・レディス

㈱ラコステ ジャパン

スロヴ ネンヤ

レディス

㈱ＳＷＩＦＴ

ビルケンシュトック

シューズ

㈱ベネクシー

シックスティーワン　アロー

メンズ・レディス・服飾雑貨

㈱ピーナッツファーム 3/11オープン予定

パークスガーデンインフォメーション＆ボタニカルショップ

インフォメーション・ボタニカルショップ

ロンドンを中心に、世界中に店舗を展開するイギリス最大級のブランド。「手ごろな価
格でコレクション価値がある」をコンセプトに、あらゆるシーンにトータルでコーディ
ネートできるコンテンポラリーなスタイルとクラシックな趣味の良さ、品質の良さが世
界中から高い支持を受けています。

◎

◎

◎

●

◎ ★

◎ ◆

◎ ◇

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

◇

▲

西海岸の自由で刺激的なファッションを、ライフスタイルを通してお客さまに提案。西
海岸の香りを感じていただけるような商品をお届けします。インポートブランドもセレ
クトしつつ、様々なジャンルをメンズ、レディスともにそろえ、西海岸ファッションの世
界観を表現していきます。

祖母から母へ、そして娘へ、思い出と一緒に受け継がれていくような服をコンセプトと
した、レディースライン「GRANDMA MAMA DAUGHTER」を中心に、流行に流されな
いモノ達がセレクトされた空間です。ゆったりとした空間でぜひ「KATO`」「GRANDMA
MAMA DAUGHTER」の世界観をお楽しみください。

「消費を抑え、少しの新規投入により既存を活かす、それ自体を永く愛用する」という
アイデアを、ミルクソップ ディベロップメントは発信します。

ADIEU TRISTESSE(アデュートリステス)のマリン＆リラックス・リュクスライン、ADIEU
TRISTESSE LOISIR(アデュートリステス ロワズィール)。リネンやコットンなど、上質な
天然素材を使用した心地良さが魅力のアイテムを展開します。ギャラリーをイメージ
したシンプルですっきりとした店内は、居心地の良いリラックスできる空間です。

ファッションの中心地・東京・南青山を拠点とするキラキラ・セレクトショップ
gemme!store（ジェミー！ストア）の2号店が誕生！enjoy your gemme life!「宝石のよう
に輝く人生を楽しんで！」という気持ちを込めて、バッグ・アクセサリー・アパレル・デ
コレーション・ペット用品など様々なアイテムを高いクオリティでお届けしていきます。

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、バングラデシュやネ
パール、インドネシア、スリランカの自社工場・工房で、その土地の素材や職人の技
術を活かしたモノづくりをしているファッションブランドです。オリジナルデザインのレ
ザーバッグやストール、ジュエリーなど、手仕事のぬくもりを感じられる商品を扱いま
す。

◎

パークスガーデンを訪れた国内外のお客さまへの「インフォメーションセンター」とし
て専属のガーデナーが常駐するインフォメーション兼ボタニカルショップを新設し、な
んばパークスとパークスガーデンに関する魅力情報を発信するとともに、おもてなし
業務を行います。当施設では、パークスガーデンに関する案内やガーデナーによる
植物についての相談、ガーデンツアーの受付のほか、これまで要望の多かった植物
の販売を常時行います。

国内セレクトを中心に、Europe/Americaのインポート商品をミックスしたベーシックの
中に、デザイン性・メッセージ性を深く追求したNEW SELECT SHOP 。「RAFF＆
FREE」「REMIX」「CASUAL」をキーワードに、めまぐるしく変化する現代において日々
新たな自分にアップデートする。そんな今を生きる大人の女性に向けて、上質なスタ
ンダードにさりげないトレンドを加えた「NEW  NORMAL STYLE」を提案します。

240年以上の歴史を有するドイツのフットウェアブランド。ブランドの真髄は独自のイ
ンソール「フットベッド」にあり、自然な歩行と正しい姿勢を理想的にサポートします。
ビルケンシュトックを通じ、年齢や性別・国境を越えてすべての人々に健康で豊かな
生活を提案します。

◎

160年以上の歴史を誇るフランスブランド。実用的かつ機能的、それでいてスタイリッ
シュなアウトドアアイテムのお店です。世界的に最も有名なレインブーツは、フランス
における伝統的な製法でハンドメイドされています。

◎

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

なんばＣＩＴＹとつながる個性豊かなカジュアルストリート

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

自然体でおしゃれを楽しむ大人の男女のファッションフロア



４Ｆ
遊び心溢れる大人の男女のファッションフロア
新店舗名　

業　種

出店者名

フィリップ モデル

シューズ

㈱上野商会

サイコバニー

メンズ・レディス・服飾雑貨

㈱ジョイックスコーポレーション

アルフレッド・バニスター

シューズ・服飾雑貨

㈱アバハウスインターナショナル

ラトルトラップ

メンズ・服飾雑貨

㈱メンズ・ビギ

ディーゼル

メンズ・レディス

ディーゼル ジャパン㈱

ジースター ロウ

メンズ・レディス・服飾雑貨

㈱オージー

ディスティンクション メンズビギ

メンズ

㈱メンズ・ビギ

ブレス

ジュエリー・アクセサリー

㈱モーゲンデビッド 2/5オープン

デンハム

メンズ・レディス・服飾雑貨

㈱デンハム・ジャパン 2/22オープン

５Ｆ
大人の男女が心を自由に遊ばせる空間

新店舗名　

業　種

出店者名

ザワリィー

リラクシングウェア・インテリア雑貨・服飾雑貨

㈱アズ

ベーシック アンド アクセント

生活雑貨

㈱フィル・エ・クチーレ

アーバンサーフリビング ブリュックス

インテリア雑貨

スリーアップ㈱

◎

◎ ◆

●

○

●

●

●

◎ 期間限定

◎

◎

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

◎

2005年にデザイナーであるロバート・ゴドレーがニューヨークで立ち上げたブランド。
ネクタイから発祥したブランドの誇りは、何より生地とディテールへのこだわりによく
表れています。ロバート・ゴドレーの生まれ故郷であるイギリス伝統のテーラリング、
イタリアで学んだスタイリッシュな着こなし、そしてニューヨーク風のクールなアメリカ
ンカジュアル。それらをミックスしたのが「サイコバニー」です。

クリエーションやアイテム価値を際立たせるコンテンポラリーな空間で、レザーシュー
ズやスニーカー、ドレスシューズに至るまで、豊富なラインナップを取りそろえていま
す。20年以上にも及ぶalfredoBANNISTERの靴づくりの真髄と、その世界観を堪能い
ただけるショップです。

店舗の特徴

ステテコをキーアイテムに、快適なくつろぎを発信する「steteco.com」の新展開。「～
ざわり」「～ごこち」をキーワードに、五感を心地良くくすぐる、選りすぐりの衣食住を
独自編集しました。みて、きいて、かいで、さわって、あじわって。人から人へ、気持ち
とフィーリングを伝えるものが発見できる生活用具店です。

2009年創業の、イタリアのスニーカーブランド「PHILIPPE MODEL」。海外のセレブリ
ティをはじめ、日本でも上質を知りつくした本物志向のお客さまから支持をいただき、
大人のためのハイエンドでラグジュアリーなスニーカーをご提供しています。熟練の
職人がハンドメイドで仕上げる高いクオリティ、その極上の履き心地、そしてほかで
は見られない配色のテクニックや素材使いで世界から高い評価を得ている
「PHILIPPE MODEL」。その2017年春夏シーズンのアイテムを集めたPOP UP
STOREを開催いたします。

こだわりの毎日も、仕事でくたくたでお休みする日だってある。大切なのはわたしのさ
じ加減。心地良くほんの少し刺激的な、いとおしい暮らし。クオリティの高いベーシッ
クなものを愛用し、日常生活を大切に。都会的な感度を持ち、旬に敏感で、ユーモア
のあるものやニュアンスをスパイス的に。媚びない大人のかっこよさの中にも、女性
らしい繊細さを兼ね備えて。BASIC AND ACCENTはそんな暮らしを贈ります。

流動的に変化する時代のニーズを捉えつつ、BLESS独自のカラーを融合。来店され
るお客さまを飽きさせないため、常にトレンド要素をおさえ、新鮮かつファッショナブ
ルな商品や内装を展開。アクセサリーという狭い概念で考えるのではなく、ライフスタ
イルやファッションの一部として、BLESSの商品が用いられるようなポジショニングを
確立させていきます。

◎

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

時代とともに変化し続けるライフスタイルにおいて、リアルに共存することができるタ
ウンウェア。ミリタリー、デニムをベースに、素材とディテールにこだわり続けるオリジ
ナルアイテムに、国内外からのセレクトアイテムを加えたRATTLE TRAPスタイルを
提案します。特に「デニム」はブランド発足から代表的なアイテムとして力を注いでお
り、トップスからインナーまでインディゴを中心に幅広く展開しています。

アーバンサーフ×アメリカ東海岸のブルックリンスタイルをテーマとした「URBAN
SURF LIVING BLUXE」。都会にいながら海が感じられる大人の上品なアーバンサー
フスタイルを提案し、店内には国内外からセレクトされたハイセンスなアイテムが並
びます。

定評のあるデニムパンツを中心に、ウェアからバッグ、シューズ、小物に至るまで、
シーズンごとにユニークなコレクションを多彩に展開するイタリアンブランドです。カ
ジュアルでありながらも、個性を感じさせるアイテムがそろい、トータルコーディネート
が楽しめます。

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

2008年にアムステルダムでジェイソン・デンハムによって生まれたデニムブランド。デ
ンハムのシンボルはハサミ。不動たるコンセプトは“Worship tradition, and destroy
convention”(伝統を重んじ、習慣を壊す)。店内にはメンズ・レディスともにデニムを中
心にしつつも、トップス、アウターとフルラインがそろいます。

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

■

◆

ディスティンクション メンズビギは、成熟世代に向けて、ヨーロピアンスタイルをアップ
デートします。色気がほのかに香るような、エレガントなコーディネートを創り出すブ
ランドです。

デザイン大国オランダが生んだヨーロッパを代表するデニムブランド「G-STAR
RAW」。誕生以来、メンズ・ウィメンズともに素材や加工、穿く人の要求に応える立体
的なフィットのデザインなど徹底したこだわりを持ったデニムを数多くリリースしてい
ます。近年ではトップスやフットウエア、アクセサリーまで提案するコレクションブラン
ドとして高く評価され世界規模で展開しています。



新店舗名　

業　種

出店者名

ＡＢＣキッズマート

シューズ

㈱エービーシー・マート

センスオブワンダー

キッズ・ベビー

㈱ナルミヤ・インターナショナル

まかないこすめ

コスメ・和雑貨

㈱ディーフィット 2/22オープン

ダブルデイ

家具・インテリア雑貨・レディス

㈱阪急スタイルレーベルズ 2/25オープン

伊織

今治タオル専門店

㈱伊織 2/2オープン

ルル・コスメ

コスメ・生活雑貨

ユナイテッドビーズ㈱ 2/10オープン

ファイテン

コスメ・リラックス

ファイテン㈱

Ted Café＆Bar OSAKA 2017

カフェ・雑貨

㈱TCG 3/1ソフトオープン 期間限定

６Ｆ
ひと味違うカジュアルレストランフロア

新店舗名　

業　種

出店者名

オリジナルパンケーキハウス アメリカンダイニング

パンケーキ＆アメリカンダイナー

㈲藏

しのぶ庵

そば・天ぷら

㈱エムアンドエムフーズ

●

▲

○

◎

◇

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

○

○

オーガニックコットンのナチュラルカラーをベースに、季節の花や果実など、身近な
自然界をモチーフにしたデザイン。愛らしく、でも甘すぎず、細部にこだわったディ
テールが特徴です。plusシリーズではエシカルな素材を部分的に使い、風合いや、
機能はそのままにちょっと大人びた雰囲気の仕上がり。おしゃれなパパやママ達の
スタイリングにも自然に溶け込むテイストです。

東京・神楽坂で「美しい手の女性が集まる店」として話題を集めているハンドクリーム
の人気店。手美人を生み出す『絶妙レシピのハンドクリーム』を取り扱っています。
「肌に優しく、ダメージに強い」お肌にも心にも優しい和コスメ。金箔屋で働く女性から
生まれた、確かなコスメです。

店舗の特徴

ABC-MARTが手掛けるキッズ＆ママ専門店がNEW　OPEN！VANS、NIKE、adidas、
New Balanceなどの人気キッズモデルを多数ご用意しております。希少アイテムから
話題のトレンドアイテムまで幅広く展開。親子でおそろいのコーデも楽しめます。キッ
ズもママも欲しいが見つかる新しいタイプのショップです！

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

●

◎

◎

日本の自然派化粧品を集めました。肌や心にやさしく、穏やかな日常を過ごしていけ
る化粧品類、および日本製の素材にこだわった化粧雑貨をご紹介していきます。

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

「Retro Fusion」を基本コンセプトに、英国で買い付けたアンティーク家具とオリジナル
の家具を中心とし、モダンな生活にもなじむコーディネートを提案。自分スタイルのセ
レクトを楽しめるアイテムを取りそろえ、オリジナル家具・アンティーク家具・インテリ
ア小物などの品ぞろえのお店となっています。

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

◇

□

◎

厳しい品質基準をクリアしたタオルだけが認定される「今治（いまばり）タオル」。そん
なタオルの心地良い柔らかさや肌触りを、実際に手にとって感じることができます。
ご自宅用に、そして贈り物に・・。毎日使うものだからこそ、気持ちいいタオルを使っ
ていただきたい。皆さまにぴったりのタオルが見つかりますよう、お手伝いさせていた
だきます。

世界で大人気のTed。見た目はかわいいテディベアなのに、中身はおじさん。そんな
Tedのカフェが、4月末までの期間限定でオープンします。

1953年に創業し、今ではアメリカの誰もが知っているオリジナルパンケーキハウス。
創業者のレス・ハイエットとエルマ・ヒューニークが、アメリカで親しまれていたパン
ケーキのレシピを中心に研究して編み出したオリジナルのパンケーキのお店です。

創業69年の本格そば専門店。のど越し、香りが自慢のそばは、麺の太さが選べ、数
種類の厳選だしもこだわりのひとつです。

健康維持に、スポーツに、コンディションを整える機能性商品をお届けします！アク
アチタン・アクアゴールドといった当社の特殊技術と素材を取り入れた商品は心身の
バランスを整えることで「自然治癒力」を高め、本来の能力を引き出しやすくします。
チタンテープをはじめ、サポートグッズやアパレル・カラダの中からはサプリメント類
など、様々なシーンでコンディションを整える力を発揮する「ファイテン商品」をスタッ
フが詳しく丁寧にご提案します。



７Ｆ
高感度な大人のダイニングゾーン＆ライフスタイルプロデュース空間

新店舗名　

業　種

出店者名

バンブーカフェ　アジアン ダイニング バー

アジアン料理

７ＳＴＡＲＳ合同会社

旬菜と上方うまいもん あんばい

和食・上方料理

㈲灘浜フードサービス

ＩＤＣ ＯＴＳＵＫＡ

家具・インテリア雑貨

㈱大塚家具 2/22オープン

リフレ

リラクゼーション

㈱ボディワーク

ラフィネ

リラクゼーション

㈱ボディワーク

ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター

カルチャーセンター

十字屋Culture㈱

スーモカウンター

新築マンション・注文住宅の講座・相談サービス

㈱リクルート住まいカンパニー

スタジオアリス HALULU

写真スタジオ

㈱スタジオアリス

保険デザイン

保険代理店

㈱保険デザイン

レイウエディング コンシェルジュ

ブライダル相談カウンター

㈱サンケイリビング新聞社 2/3オープン

８Ｆ
パークスガーデンの緑と花を楽しむオープンエアなエンターテイメント空間

新店舗名　

業　種

出店者名

ザ ルーフトップ バーベキュー

ＢＢＱテラス

㈱オペレーションファクトリー

◎

★

★

◎

◎

何度でも相談無料の来店型保険ショップです。「保険って難しくて分かりにくい」など、
そんな悩みにお応えします！保険の基礎や仕組みなどを分かりやすく説明し、多数
の保険を比較しながら、あなたに合った保険プランをご提案いたします。キッズコー
ナーを完備しているため、お子さまと一緒にご来店いただけます。無理な勧誘も一切
ございません。皆さまのお越しを心よりお待ちいたしております！

緑と風を感じる開放感抜群なＢＢＱテラスを、なんばパークスの緑に囲まれた屋上に
新設します。カリフォルニアをイメージした同テラスでは、都会にいることを忘れてア
メリカンスタイルの豪快なバーベキューを楽しめます。

店舗の特徴

豊富なアジア料理を楽しめるお店が登場。アジアンリゾート風の店内にはテラス席や
最大30人が入れる個室もあり、大人数のパーティーも開催可能です。昼は３２種類
の料理が食べ放題のバイキングスタイル。

お子さまからご年配の人まで、楽しく集い、学べる場を提供する“総合カルチャーセ
ンター”です。様々なジャンルで100講座以上のメニューをご用意しております。また
1日で資格取得が可能な講座などスキルアップにもお役立ていただけます。

○

○

新築マンションの購入や注文住宅をご検討されている人向けに、ご家族のご要望の
整理からご要望に合ったマンションや工務店・ハウスメーカーをご紹介する、すべて
無料のサービスです。基本が学べる講座も開催しております。キッズルームもありま
すので、お気軽にご家族皆さまでご来場ください。

オールハンドの技術と心のこもった接客で、疲れた体と心を解放させストレスフリー
の時間を提供します。ボディケアやリフレクソロジーなど、お疲れに合わせてお選び
いただけるメニューを多数ご用意しております。

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

和を基本としたお酒に合う創作料理、気軽に選んでいただける御膳料理、色々なお
食事会にご利用いただけるコース料理などを楽しめるお店です。関西の郷土料理を
新たにご提供。

◎

◎

◎

足裏からふくらはぎまでをきめ細かく刺激し、体と心をトータルで癒やす本格的な英
国式リフレクソロジー。穏やかでもしっかり体の奥に響き、全身をゆったりとリラックス
させるので、様々な不調を感じている人におすすめです。お買物の合間や、お仕事
帰りにお気軽に「思わず眠る心地良さ」をご体験ください。短時間でもスッキリとして
いただけます。

◎

▲

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

お子さまの撮影はもちろん、成人式、ブライダルまで撮影できるスタジオアリスの新
しいブランドがスタジオアリス ＨＡＬＵＬＵです。成人式を迎える二十歳の皆さまには、
1年を通して振袖レンタルがご利用いただけます。

◎

両家のお顔合わせから式場、ブライダルリングの相談まで、何でも無料でプロのアド
バイザーがお手伝いするレイウエディングコンシェルジュ。広々したスペースで自由
に式場パンフレットなども閲覧していただけます。

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態

ナチュラル、ヴィンテージ、モダンテイストのリビング、ダイニング、ベッドルームなど
の家具全般に加え、カーテン、照明、敷物、寝装品、インテリアアクセサリーなど幅
広いアイテムをそろえます。大塚家具の人気商品を中心に「暮らしを豊かにする」ク
オリティにこだわった家具・インテリアを、付加価値の高いサービスとともにご提供し
ます。
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新店舗名　

業　種

出店者名

オノエファニチャー

家具・インテリア雑貨

㈱オノエ家具 2/25ｵｰﾌﾟﾝ

ビジュピコ

ジュエリー

Bell tree㈱ 2/25ｵｰﾌﾟﾝ

※新業態とは、出店者が新しいブランド・コンセプト・商品構成で出店する店舗のことです。

※記載内容は都合により変更となる場合がございます。

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

▲業態変更店

全国展開の人気ブライダルショップがなんばパークスにOPEN。婚約指輪を買うと結
婚指輪がついてくる「ブライダルパック」などのサービスが人気のブライダルショップ。
「おしゃれ」と「上質」にこだわり、国内外からセレクトされた最旬ブランドを多数取り扱
います。

◎

創業90年を超える老舗家具店が商業施設初出店！南堀江に本店を構える老舗家
具店が手掛ける、新しいファニチャーショップ。long＆slowなインテリアライフスタイル
をテーマに、ほかではあまり見ない個性的な家具や雑貨がそろう。テーマに合わせ
て、ゾーニングされた店内にも注目。

◎ ■

◆全国初
◇関西初
□大阪初

■商業施設初
★新業態
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